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基本的教育と識字率向上月間
月間テーマ（9月）

第1294回（本年度 第11回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

今日は、中之島ロータリークラブのことをお話しさせて頂く日です。
『同好会』のことについてお話ししたいと思います。

大阪中之島ロータリークラブ10周年記念誌によりますと創立後10年
の間には、結構同好会があり、会員相互の親睦をはかるツールに

本日のプログラム

次回 10/1 のお知らせ

♬SONG : 「4つのテスト」
●卓話　インターアクトについて
檜皮 悦子 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　米山奨学卓話
担当：北村 讓 米山担当
講師：地区米山奨学副委員長／

大阪淀川RC　末松 大幸 様
　　  米山学友会 会長 　閔 セラ 様



なっていたことがうかがえます。

同好会の種類は、

ゴルフ同好会・野球同好会・ジョギング同好会・剣道
同好会・Coo会・麻雀同好会・囲碁同好会と7つもあっ
たと記されています。

その同好会も、今ではどういう存在になっているので
しょうか？

10周年記念誌に記載されているこれらの同好会の
中で、今も活発に活動しているのは誰もが知ってい
る「野球同好会」ですね。

10周年記念誌に各同好会の活動についての記載が
あるのですが、その当時から安達会員が監督をされ
ていて、『例年、決まって秋の数週間が、2660地区ガ
バナー杯野球大会に充てられ、我が中之島ロータ
リークラブの野球同好会もこの大会のために創られ、
また存在しているわけである。』と記されています。

安達会員は、監督としての思い入れは、今も変わらず
今年で入会されて丁度25年野球一筋に惚れ込んで
活動して頂いています。その甲斐あって、監督として
苦節24年目にして昨年度 2660地区ガバナー杯野
球大会において、創部以来初めての完全優勝を成し
遂げられました。この思い入れは、凄い物ですね！本
当におめでとうございます。

今年は、コロナ禍にて、活動が思うように運ばないよ
うですが、今後とも更なる活躍を期待しています。

ところで、創立後には、7つもあった同好会活動です
が最近はどうなっているのでしょうか？

私が入会させて頂いて間もなくして、『グルメの会』の
同好会立ち上げの機運がありましたが、その後具体
的な活動がなされていないようですね。

最近のコロナ禍によるクラブ活動に対して、この際い
ろいろな同好会活動をするのは如何でしょうか？

会員仲間で、同好の人達が三々五々集まって立ち上
げることしませんか？

そこで、同好会の活動についてのアンケートを会長
の独断で、来週の例会で行いたく存じます。その結果
を来月の第3例会日の会長の時間に報告しその取り
扱いを理事会にて協議したく思います。

『私が、主催して○○同好会を募る！』という会員の意
気込みを期待しております。

是非とも、ユニークな同好会活動を主催して頂ける
会員の声が多数頂けることを期待しています。

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

それではこれからの行事予定を申し上げます。

■9月17日（木）、本日は臨時総会があります。前年度
事業報告、会計報告、監査報告があります。安達前
幹事、北村薫前会計、西田前会長よろしくお願いし
ます。

　また、例会終了後、第4回10月度理事会が開かれ
ます。

■9月19日（土）、この日は模擬ズーム会議が開かれ
ます。今回の模擬会議は全員の方がズーム会議に
参加できる環境を整えるために行われます。詳し
いことはIT委員会から報告があります。

■9月24日（木）、この日の卓話者は檜皮会員となっ
ております。ご準備よろしくお願いします。

　それから例会場の変更があります。この日の例会
場はいつものゴールデンホールではなく桜苑に変
更になっておりますのでお間違えの無いようお願
いいたします。

　そして、この日に職業奉仕委員会の出前授業が、
中之島朝日カルチャーセンターにおいて、16時か
ら17時30分まで行われます。戸田委員長よろしく
お願いします。

■9月26日（土）、米山奨学委員長会議が大阪YМCA
にて行われます。この日は藤本副委員長出席よろ
しくお願いします。

■10月1日（木）、10月は米山月間です。米山奨学委
員会 北村 讓 委員長、卓話よろしくお願いします。

　また、11時半よりクラブ役員会が開かれます。

　例会終了後クラブ協議会が開かれます。委員会報
告となりますので、各委員長の皆様ご準備よろしく
お願いします。

2020-21年度第1293回（第10回例会）
幹事報告 (9/17)

幹事  村上 俊二



■10月8日（木）、10月は米山月間と共に、経済と地
域社会の発展月間でもあります。

　社会奉仕委員会のフォーラムがあります。辻 義光
委員長よろしくお願いします。

■10月10日（土）、地区公共イメージ向上セミナーが
大阪YМCAにて行われます。

■10月15日（木）、この日の卓話者は植屋会員となっ
ております。ご準備よろしくお願いします。

　またこの日は次年度理事、役員の発表があります。

　例会終了後、第5回11月度理事会が開かれます。

臨時総会

事業・決算報告

9月17日のメニュー

ライトミール
ちらし寿司　小鉢　赤出汁



日　時：2020年9月17日（木）　13：40～
場　所：太閤園　ゴールデンホール西
出席者：金森・辻（一）・栗山・安達・満村・辻（義）・高島・前田・檜皮・嶽下・村上　以上11名（敬称略）
欠席者：西田・戸田　以上2名

2020-2021 年度 第4回　10月度定例理事会議事録

開会の挨拶（金森会長）

報告事項、審議事項が多数ございますので滞りなく
進めていただきますよう宜しくお願いします。

高島会員

今日の議題に出ていないことですが、名誉会員の白
坂先生から第三回エイズ大阪イベントが11月22日
に阿倍野区民センターで開催されるという連絡をい
ただきました。

昨年度は、大阪中之島ロータリークラブの社会奉仕
事業として、10万円の寄贈をしていません。今回につ
きましても、要望書が届き次第理事会での審議をお
願い致します。

　⇒ 次回理事会での審議事項とする。

【報告事項】

1. 指名委員会からの報告について（辻一夫会長エレ
クトからの報告）

・9月1日から9月15日までの間に地区に出向を希望さ
れる方について届け出をお願い致しましたところ3

名の方からの届け出を受理しました。3名とも指名委
員会で取り上げましたことを報告します。

・理事・役員の指名案を報告させていただきました。
次々々年度の会長、次々年度の幹事、次年度のSAA、
次年度の理事

2. 各委員会活動報告書の提出について

委員会活動につきましては、活動計画書と予算案、活
動結果での活動報告書を提出して頂きます様お願い
します。

3. インターアクトの進捗状況について

大阪中之島ロータリークラブは、3年後に台北での海
外研修のホスト役を務めることになっています。皆様
方のご協力をお願い致します。

【審議事項】

1. 2020-21年度年間行事計画について

本日の審議をふまえ、次回理事会で正式計画表を提
出する。　⇒［ 承認 ］

会長開会挨拶

本日、簡ガバナーの公式訪問を終え安堵しております。
例会の後お疲れと思いますが、役員会宜しくお願い
いたします。

【協議事項】

1. 2020-21年度 年間行事計画について
① 10月1日（木）役員会＝時間変更
② 10月22日（木）28周年夜例会の件
③ 11月28日（土）成美学寮餅つき支援の件
④ 12月17日（木）会員懇親会・クリスマス家族会の件

2. 指名委員会について＿辻一夫年度人事及び地区
委員推薦の件

3. 会計の件＿7月・8月・9月 中間報告について・会計
収支について

日　時：2020年9月3日（木）13：30～16：00
場　所：太閤園
出席者義務者：金森・辻（一）・村上・前田・檜皮　以上5名（敬称略）
欠席者：栗山会長ノミニー

2020-2021 年度 第4回　クラブ役員会協議録

4. 木村直前会長退会の件（金森年度役職：理事職・
会計監査職等）

5. 模擬Zoom例会の件＿9月19日（土）18：00～

6. 姉妹クラブ台北福齢RCとのクラブ情報交換の件
藤本米山奨学生カウンセラー担当：
　陳奨学生の週報翻訳の件・国際大会登録料の件

7. 入会のしおり作成の件
＊途中クラブ入会者の会費納入について

8. 職業奉仕委員会移動例会：11月19日（木）の件

9. インターアクト海外研修進捗状況

辻会長エレクト閉会挨拶

皆様のご協力により「雨降って地固まる」ごとく良い状
況に落ち着くと思います。長時間有難うございました。



2. 成美学寮餅つき支援（11/28）について（社会奉仕）

①11月28日に計画していましたが、コロナの影響で
中止することしました。
支援金10万円とタオルを後日寄贈する。
　⇒［ 承認 ］

②三世代社会奉仕事業は、大阪天満橋が合同事業を
執り行う。3/28　⇒［ 承認 ］
最終的な決定はしていないが準備はしている。　
（コロナの影響をみながら）

3. 親睦小委員会の活動について　

・小規模集会　⇒［ 承認 ］
日時 ： 11月7日5時から。
場所 ： 大阪城ブルーバーズルーフトップテラス
内容 ： 大阪城散策とバーベキューでの懇親会
費用 ： 1万円

・クリスマス会　⇒［ 承認 ］
日時 ： 12月17日桜苑にて　
場所 ： 桜苑
内容 ： 会員のみ

4. 会計の件について

7・8月中間報告他　⇒［ 別紙 ］

5. 木村会員退会の件について・・・退会に伴う委員会
等の補充について

・理事、委員については補充しない　⇒［ 承認 ］
・会計監査は村橋会員にお願いをする。　⇒［ 承認 ］
・名誉会員として推薦するが、承諾書をいただくこと
　⇒［ 承認 ］

6. Zoom例会について・・・9/19（土）18時～

9/19、ズーム会議を開催する。メーキャップの対象と
する。　⇒［ 承認 ］

7. 台北福齢RCとのクラブ週報交換について

・藤本・米山奨学（陳さん）週報の翻訳の件
クラブ週報委託の件（陳・奨学生委託）、指導教官の
了解をえること。得られた場合、適正な費用負担をす
ること。　⇒［ 継続審議 ］

・奨学生（陳さん）台北での世界大会出席費用の負担
について
登録料（260ドル）および奨学生の国際大会婦負担
金（5千円）は、大阪中之島ロータリークラブが負担
する。　⇒［ 承認 ］

8. 入会のしおり作成について

金森年度で素案を検討する。辻年度で作成する。（担
当は広報委員）
　⇒［ 承認 ］

9. 職業奉仕委員会移動例会（11/19）について

10/15移動例会のあと理事会を開催する。　⇒［ 承認 ］

10. 事務局員雇用契約の提案

　⇒［ 承認 ］

11. メーキャップ

委員会等理事会で計画書をだして判断する。
承認のあったものに限る。　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）

お疲れ様でした。

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1295

1296

1297

1298

-

12

13

14

15

-

米山月間

社会奉仕委員会フォーラム

次年度理事・役員発表

創立28周年記念夜例会

休会③

地区米山奨学委員会
北村（讓）委員長

社会奉仕委員会：
辻（義）委員長

卓話担当：植屋会員

第2回クラブ協議会
第5回クラブ役員会

第5回11月度理事会

地区公共イメージ向上セミナー
　日程：10/10（土）
　会場：大阪YMCA会館
クラブ国際奉仕・社会奉仕委員長会議
　日程：10/17（土）
　会場：大阪YMCA会館

【’20年10月 行事予定】　（経済と地域社会の発展月間・米山月間）

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1299

1300

1301

1302

16

17

18

19

ロータリー財団委員長卓話

卓話担当：早瀬会員

R財団担当（国際奉仕）：
北村薫会員

卓話担当：上山会員

卓話担当：北口会員

第6回クラブ役員会

第6回12月度理事会

IM6組会長幹事会（第3回）
　日程：11/4（水） 18時
　会場：帝国ホテル

成美学寮餅つき支援
　日程：11/28（土）

【’20年 11月 行事予定】



●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 27名 外国ゲスト 1名
欠席者 8名

出席率 77.14 %
8月27日の修正出席率 80.00 %

ニコニコBOX17
9

辻（一）：ニコニコ

戸田：早退のお詫び

吉田：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

前田：今国勢調査員をやらされています。

満村：ニコニコ

本日合計 : ￥11,000
累　計 : ￥286,000 ●メイクアップ

村橋 義晃   8 月  6 日 地区財団委員会

2020年度開明高等学校体育祭が、爽やかな秋空の
下9月16日（水）に開催されました。

お写真は各部活対抗リレーです。インターアクト部
は、ごみ袋持参でごみ拾い奉仕活動をしながら走っ
ておりました。流石です！（白いゴミ袋を掲げているの
がインターアクト部です）

開明高等学校体育祭 インターアクト担当  檜皮 悦子

2020年9月19日（土）18：00よりオンラインでの模擬
例会を開催いたしました。

今回は20人の方々にご参加いただき、金森会長の開
会点鐘に始まり約30分間皆様でミーティングを行い
ました。

有事の備えとしてのテストでしたが、通常の例会とは
また異なった雰囲気の楽しい会となりました。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

オンライン模擬例会 インターネット委員会  梅原 一樹

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

31日（木）

1303

1304

1305

-

-

20

21

22

-

-

委員会報告・次年度総会

夜例会・クリスマス家族会

休会④

休会⑤

卓話担当：安達会員

各委員長・小委員会
次年度理事・役員決定

第7回クラブ役員会

第7回1月度理事会

地区大会・本会議
　日程：12/12（土）
　会場：大阪国際会議場

【’20年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）

●本日のゲスト
米山奨学生 陳　 玉芬 様


